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●本マニュアルについての注意点

※本マニュアルは、電子政府の総合窓口（e-Gov/イーガブ）のシステムを使用して
作成しております。

※本マニュアル等の著作権は、香川県社会保険労務士会にあります。なお、社会保

険労務士個人でご使用されるにあたっては、電子申請の参考とする目的に限り、

ご自由にご使用されることを認めます。

ただし、研修会などの資料として配付される場合、その他営利を得る目的でご使

用される場合などは、ご使用の前に香川県社会保険労務士会までご連絡されます

ようお願い申し上げます。

※本マニュアルによる電子申請は、社会保険労務士が行うことができます。本マニ

ュアルにより第三者の電子申請を、社会保険労務士ではない無資格者・アウトソ

ーシング会社・コンサルタント会社などが行うことは、社会保険労務士法に違反

し処罰の対象になります。



第５版 はしがき

令和２年１１月２４日からｅ－Ｇｏｖの大幅リニューアルにより、入力作業の簡素化、

画面遷移の削減、添付ファイルの添付作業の改善、電子申請管理の改善、電子公文書の取

得や管理の改善など非常に便利になり、本マニュアルもそれに伴い改正版を発行すること

になりました。

今回の改定版から、平成２０年２月から４版にわたり発行している様式によるマニュア

ル、連記式によるマニュアルを１つのマニュアルとして編集し発行することで、雇用保険

被保険者資格取得届の電子申請マニュアルは、この１冊で対応できるようにいたしました。

本マニュアルが、雇用保険に関する電子申請の第１歩、さらなる利用の一助となります

よう願ってやみません。

※本マニュアルは、原則様式によるマニュアルとして作成しておりますが、特に連記

式独自の内容がある場合は、別途マニュアル内容を作成しております。その他連記

式の電子申請については、様式によるマニュアルの内容を準用してご活用いただき

ますようお願い申し上げます。
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１．ｅ－Ｇｏｖにログインする

■ｅ－Ｇｏｖ電子申請アプリケーションをダウンロード

・インストールした場合に、左図のようなアイコンが

表示されます。まずこれをクリックする。

■ｅ－Ｇｏｖアカウントログイン

のメールアドレス、パスワード

の枠に、あらかじめ設定したメ

ールアドレス、パスワードを入

力し、『ログイン』をクリック

する。

雇用保険被保険者資格取得届編
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雇用保険被保険者資格取得届編

■２段階認証のワンタイムパ

スワードの枠に、あらかじ

めスマホに設定した Google
認証システムアプリを開

き、そこに示されているワ

ンタイムパスワードを入力

し、『認証』をクリックす

る。

※ワンタイムパスワードは表

示時間が限られているので

注意を要する。なお次々と

新たに表示されるので、落

ち着いて入力できます。

※ワンタイムパスワード方式

の他に、合い言葉を入力す

ることで認証する方法もあ

ります。

■ワンタイムパスワードを入力すると、上図のような画面が表示されます。
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雇用保険被保険者資格取得届編

２．手続検索

■『手続検索』をクリックする。

■手続名称から探すの白枠に、「資格取得届」を入力し、『検索』をクリックする。
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■左図において該当する

手続き様式の項目、下

にスクロールすると、

下図のように連記式の

項目選択ができます。

■検索結果から、該当する手続き名を選択し、『申請書入力へ』をクリックする。

※該当する手続き名の右側にある『ブックマーク』をクリックすると、次のページのよ

うに手続きブックマークに登録され、次回の手続きの際に手続き検索しなくても、該

当する手続きが円滑にできます。

・様 式→ブックマークをクリックした後の状態。

・連記式→ブックマークをクリックする前の状態。

※該当する手続き名をクリックすると、次のページのように、手続きの概要、電子申請

の留意点などの解説等が参考できます。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■前ページにてブックマークした手続きは、次回から『手続きブックマーク』をクリッ

クすると、登録された届出が表示されています。ここにある『申請書入力へ』をクリ

ックしても申請書入力画面に移行できます。

※手続きの概要、電子申請の留意点などの解

説等を参考したのちでも、『申請書入力へ』をクリックすることができます。

雇用保険被保険者資格取得届編
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３．申請者情報 連絡先情報の作成

■『申請者情報を設定』をクリックする。

■『追加』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■ここでは申請者情報（委託受けている事業所）を入力します。個人・法人選択にて、

個人・法人のいずれかのタブを選択します。

■法人の場合は、法人番号（１３桁）を法人番号の白枠に半角数字で入力し、『法人番

号自動入力』をクリックすると、法人・団体名称、住所１などが自動入力されます。

個人の場合は、各種情報（必須事項は要入力）を入力してください。

※法人番号が不明の場合は、国税庁法人番号公開サイトで検索すると、法人番号が判明

します（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）。

■自動入力されていない各種情報（必

須事項は要入力）を入力してくださ

い。

■入力した申請者情報を今後も利用す

る場合は、「この申請者情報を次回

も使うために登録する」の左の白枠

にチェックする。

■『内容を確認』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■申請者情報入力内容確認にて、入力した内容を確認する。なお自動入力された法人・

団体名称などがｅ－Ｇｏｖにて対応してない文字の場合は、代替文字等に入力するこ

とになります。

■申請者情報入力内容確認の内容に問題なければ、『設定』をクリックする。修正の必

要がある場合は、『修正』をクリックし、該当する情報の修正を行ってください。

■『申請者情報選択へ』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■上図は複数の申請者情報が入力されている

場合です。これから申請の必要な申請者を

選択し直すときは、『選択』をクリックす

る。

■登録情報の欄にて、選択中となっている選

択肢と、選択中の欄の選択肢と同一になっていることを確認してください。

※申請者情報がすでに入力されている場合は、上図において入力せずとも、選択のし直

し、またはそのままにて対応できる場合があります。

■『設定』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■次に連絡先情報（社労士事業所等）を入力します。『連絡先情報を選定』をクリック

する。入力方法等については、６ページから９ページまでを参考してください。

※社労士法人は、法人を選択し法人番号を入力、そして開業登録の社労士は、ここでは

個人として入力（社労士の個人名）することになります。個人としての入力の場合は、

一見全くの個人としての連絡先と区別がつかないため、住所欄に全国社会保険労務士

会連合会に登録した事務所名称を登録通りに入力されることをおすすめします。

■左図は１つの申請者情報

が入力されている場合で

す。

■登録情報の欄にて、選択

中となっている選択肢と、

選択中の欄の選択肢と同

一になっていることを確

認し、『設定』をクリック

する。

■以上にて、申請者情報、連絡先情報の入力が終了しました。

雇用保険被保険者資格取得届編



11

雇用保険被保険者資格取得届編

４．被保険者資格取得届の作成
【様式の作成について】

■画面を下にスク

ロール等しなが

ら入力作業に着

手する。
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雇用保険被保険者資格取得届編

■雇用保険被保険者資格取得届の各欄に入力する。

・１欄の個人番号は、通知カード等で個人番号の確認、運転免許証等で本人確認を行

った後に入力を行って下さい。平成３０年５月１日から、雇用保険の届出のうち個

人番号の記載が必要な届出については、個人番号の記載が義務化されましたので、

個人番号の入力がない場合、公共職業安定所等において不備な届出として差戻され

ますので、必ず個人番号は入力して下さい。

・被保険者から個人番号の提供が受けられない場合は、事前に公共職業安定所等に相

談を行って、その指示に従って下さい。公共職業安定所等が状況等を確認の上受理

することになります。 電子申請の場合には、社会保険労務士記載欄の下にある

スペースに「本人事由によりマイナンバー届出不可」等の文言を入力して下さい。

・この場合において、提供を受けるために実施した説明などの顛末の記録を作成され

る事を、特定個人情報保護の観点からも推奨します。なお公共職業安定所にはこれ

ら顛末の説明記録等の提出は不要です。

・２欄の被保険者番号が不明な場合は、仮の数字など（例１２３４－５６７８９０－

０）を入力して下さい。その時は備考欄などに、「上記の被保険者番号は検査エラ

ーを回避（エラーチェックの対象となる事例があります。）するために仮の番号を

入力しています」などのメッセージと、前職会社名、在職期間などの情報を入力す

る。

・１４欄の就職経路が新規入力事項に追加されているので、事前に把握する必要があ

ります（選択肢→１ 安定所紹介 ２ 自己就職 ３民間紹介 ４ 把握してない）。

・事業所名の入力は必ずすること（入力しないと検査エラーになる）。

・被保険者が外国人の場合は、１７欄から２３欄まで、当該外国人のパスポート、在

留カードを確認した上で、在留カード番号（１８欄）などを入力する。

■各種入力終了後、『プレビュー』をクリックすると、入力後の確認作業が円滑にでき

ます。
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雇用保険被保険者資格取得届編

【連記式の作成について】

■画面を下にスクロール等しながら入力作業に着手する。

■雇用保険ＣＳＶ形式届書総括票（ 送信用）様式に、数字は半角で、事業所名・所在

地・代表者名等は全角で入力する。
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５．添付書類の添付 提出先選択

■添付書類の『書

類を添付』をク

リックする。

■添付書類追加の

『追加』をクリ

ックする。

■この書類を提出の冒

頭のチェック、書類

名に添付書類名（例

提出代行証明書）を

入力、提出形式のタ

ブ（本例は添付）の

選択をする。

■『参照』をクリックする。

※本例にて、添付可能な拡張子はＤ

ＯＣ、ＪＰＧ、ＪＴＤ、ＰＤＦ、

ＸＬＳまたはＸＬＳＸの各形式で

す。

※上記の方法以外に上図枠内にファイルをドラック＆ドロップでも添付することができ

ます。

※本届出においては、原則提出代行証明書の添付、また連記式では、提出代行証明書、

ＣＳＶファイルの添付が必要となります。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■保存先から添付書類データを選択

し、『開く』をクリックする。

■この書類を提出の冒頭のチェック、書

類名に添付書類名の入力、提出形式の

タブ（本例は添付）の選択、添付ファ

イルが添付できているかなど確認する。

※さらに添付書類データを追加する必要

がある場合は、『追加』をクリックして、

追加データを添付する。追加後の入力

については、本章を参考してください。

■上記にて添付状況等確認できた後に、

『添付』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■以上にて、添付書類の添付作業は終了です。

■提出先選択の『提出先を選択』をクリックする。

■大分類から都道府県名を選択、中分類から提出先の公共職業安定所を選択し、『設定』

をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■以上にて、提出先選択の入力は終了です。

６．提出データのバックアップ 署名の実施

■『申請データを保存』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■保存先を変更する場合は、『変更』をクリックして、保存したいフォルダ等を選択す

る。

■ファイル名を入力、パスワードの冒頭にチェックをし、パスワードを入力する（パス

ワードは設定は任意）。パスワード入力時に文字の種類等には充分留意してください。

■『保存』をクリックする。

■提出データのバックアップができ

ましたので、『閉じる』をクリック

する。

■『内容を確認』をクリックする。

※入力内容等に不備がなければ、電子署名の画面に移行します。不備があると不備内容

が表示されますので、それに従い補正してください。補正後『内容を確認』をクリッ

クする事になります。なおすべての不備はチェックされない（添付ファイルの添付漏

れ、入力文字の誤字等）ので、その点はご留意ください。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■署名する電子証明書を確認した上で、『ＯＫ』（電

子署名）をクリックする。

■署名する電子証明書が表示されていない場合は、

『その他』をクリックする。

■複数の電子証明書が表示される場合は、該当

する電子証明書を選択し確認した上で、『Ｏ

Ｋ』（電子署名）をクリックする。

■以上で電子署名は終了です。

バックアップした提出データの内容確認をする方法について

■『マイページ』を選択し、画面を下にスクロールする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■『作成済みの申請書を読込』をクリックする。

■『参照』をクリックし、保存しているフォルダーから該当するＺＩＰファイルを選

択し、『読込』をクリックする。

※なおパスワードを設定している場合は、パスワードも入力する。

■読込に成功すると、バックアップしていたデータが表示されます。

■内容等確認しながら、画面を下にスクロールする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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雇用保険被保険者資格取得届編

■内容等の確認し問題なければ、『キャンセル』をクリックする。

※なおこの時点（送信前）でバックアップしていたデータの修正等が判明した場合、

または審査された後などに不備返戻された場合など、バックアップしたデータを活

用して修正等を実施した後に、再度『申請データを保存』をクリックして、修正後

のデータをバックアップしてから、『内容を確認』をクリックすることで、再度の

電子申請がスムーズにできます。

■『ＯＫ』クリックする。

■以上でバックアップデータの確認作業は終了です。
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７．申請書の送信

■上図にある各申請内容を確認する。『申請書提出対象一覧』の『プレビュー』をクリ

ックすると、申請書の内容の確認ができます。確認の後問題なければ『提出』（ここ

で提出先に申請内容等が送信されます）をクリックする。

※修正がある場合は、『提出』をクリックする前に、『修正』をクリックし、修正を行う。

雇用保険被保険者資格取得届編
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■前ページにおいて『提出』をクリックすると、提出完了の画面が表示されます。

■提出完了の内容を確認終了後、『マイページトップへ』をクリックします。

■上図右上にある人影＋ＩＤの部分を選択し、『ログアウト』をクリックすると、本件

電子申請の入力作業等は終了されます。

雇用保険被保険者資格取得届編
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雇用保険被保険者資格取得届編

８．事後処理（電子公文書の取得）

■ｅ－Ｇｏｖにログインすると、上図が表示されます。なおログイン方法は、本マニュ

アル１～２ページ参照してください。

■次に『申請案件一覧』を選択し、画面を下にスクロールする。

※上図『申請案件一覧』は、電子申請した順（標準設定は到達日時、降順）より整理さ

れていますが、『到達日時』の右にある▼、昇順▲、降順▼をクリックすると、『申請

案件一覧』が整理し直されます。

■該当する届出（審査終了されている届出）の到達番号をクリックする。

※なお電子公文書取得後は、『審査終了』が『手続終了』に表示が変更されます。
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■『申請案件状況』の各内容を確認しながら、画面を下にスクロールする。

■上図の『公文書』にある『公文書をダウンロー

ド』をクリックする。

※メッセージがある場合は、メッセージの欄に表

示されます。

■左図のように電子公文書を保存したい保存先を

選択した上で、『ＯＫ』をクリックする。

雇用保険被保険者資格取得届編
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雇用保険被保険者資格取得届編

■『ＯＫ』をクリックする。

■『戻る』をクリックする。

■『マイページ』を選択し、右上にある人影＋ＩＤの部分を選択し、『ログアウト』を

クリックする。以上で電子公文書の取得作業は終了です。
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電子公文書詳細（電子署名検証）の確認方法について

ここでは、鑑文書、添付ファイルのファイル（拡張子、ファイルサイズ）の状況、下

図において、署名有無がありの場合には、電子公文書に署名された電子署名の検証確認

ができます。

■『公文書』にある詳細の『詳細表示』をクリックする。

■『公文書詳細』にある鑑文書、添付ファイルの内容を確認した上で、画面を下にス

クロールする
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■『署名検証結果』の内容により、電子署名の検証結果の内容などを確認する。

■電子署名検証が終了したら、『戻る』をクリックすると、前ページ冒頭の画面に戻

ります。

雇用保険被保険者資格取得届編
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e-Gov電子申請実務マニュアル
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